
株式会社大塚製薬工場×国立青少年教育振興機構 連携事業 

熱中症予防対策講義 報告書 ２０２０ 
 

１．事業の目的 

 大塚製薬工場より派遣された講師による熱中症予防講義をとおして、熱中症

に対する知識と理解を深め、活動時の安全管理に役立てることを目的とする。 

 

２．事業の内容 

 大塚製薬工場は、脱水状態時に水・電解質を補給・維持する効果のある経口

補水液の開発を行い、熱中症対策に関して専門的な知識を持ったスタッフを有

している。そのスタッフを、国立青少年教育施設が実施する指導者養成事業、

ボランティア研修や職員研修等に派遣していただき、熱中症予防対策について

ご講義いただく。 

 なお、本取組は２０１７年より実施し、継続４年目となる。 

 

３．実施施設一覧 １０施設１２事業 

No. 施設名 事業数 事業名 参加者数 

１ 国立岩手山青少年交流の家 １ How Toボランティア 

～ボランティア活動の基本を学ぼう～ 
６４名 

２ 国立磐梯青少年交流の家 ２ 職員研修 １７名 

３ 国立那須甲子青少年自然の家 ３ 職員研修 １８名 

 

４ 

国立オリンピック記念 

青少年総合センター 

（機構本部） 

４ 子どもゆめ基金助成活動 

令和３年度募集説明会(東京) 
１１６名 

５ 子どもゆめ基金助成活動 

令和３年度募集説明会(大阪) 
４６名 

６ 子どもゆめ基金助成活動 

令和３年度募集説明会(鳥取) 
７名 

５ 国立赤城青少年交流の家 ７ 教員免許状更新講習 ２７名 

６ 国立信州高遠青少年自然の家 ８ 信州高遠ボランティア養成研修 １９名 

７ 国立乗鞍青少年交流の家 ９ 職員研修（WEB開催） １７名 

８ 国立吉備青少年自然の家 10 職員研修 １９名 

９ 国立室戸青少年自然の家 11 職員研修 １６名 

10 国立夜須高原青少年自然の家 12 職員研修 １６名 

合計３８２名 

 

 

 

【参考】 

 ２０１７年度実施施設：本部+６施設  １２事業 約３３４名 ※フェスティバル人数は除く 

 ２０１８年度実施施設：本部+１３施設  １５事業  ５９１名 

２０１９年度実施施設：１２施設    １３事業    ３６０名 



４．実施施設の感想等 

国立岩手山青少年交流の家（岩手県） 

担当者 盛越 琢朗 氏 

事業名 How Toボランティア～ボランティア活動の基本を学ぼう～ 

※資料１ 

実施日程 令和２年６月２１日（日） ９：１５～１０：００ 

対象及び参加人数 高校生、大学生、社会人 ６４名 

事業の様子と感想 

 

国立磐梯青少年交流の家（福島県） 

担当者 佐藤 文範 氏 

事業名 職員研修 

実施日程 令和２年６月１０日（水）１４:００～１５:００ 

対象及び参加人数 施設職員 １７名 

事業の様子と感想 

※写真の提供なし 

【参加者の感想】 
・分かりやすい講義で，脱水や熱中症の症状や対
処法を理解することができた。学んだことを家
族に伝え，家族みんなで熱中症対策を心がけた
い。 

 
・体内のわずか２％の水分を失っただけで脱水症
になってしまうという話を聞いて驚いた。今日
の話を周りの友だちにも話して，この夏を乗り
切っていきたい。 

 
・友だちが熱中症になったことがあったが，その
時は何もできなかった。今日の講義で熱中症予
防についての基本的な知識を身に付けることが
できたので，実践したい。 

【職員の感想】 

・これからの夏の事業に向けて、熱中症対策について正しい知識を学ぶことがで

きた。今後に活かしていきたい。 

 

・熱中症の予防について、ただ水分補給を行うだけではなく、適切な塩分補給も

大切ということを再認識した。活動の前に OS-1 などを用意し、熱中症に備え

ていきたいと思う。 

 

・脱水症状、熱中症について詳しく学ぶことができ、有意義な学習となった。今

後も引き続き研修を行っていただきたい。 

【講義の様子】 



国立那須甲子青少年交流の家（福島県） 

担当者 佐藤 文範 氏 

事業名 職員研修 

実施日程 令和２年７月６日（月）１４：００～１５：００ 

対象及び参加人数 施設職員 １８名 

事業の様子と感想 

 

国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

担当者 水原 聖子 氏 

事業名 子どもゆめ基金助成活動令和３年度募集説明会(東京都) 

実施日程 令和２年９月１１日（金）１３：３０～１６：００ 

対象及び参加人数 助成団体等 １１６名 

事業の様子と感想 

 

【職員の感想】 
・熱中症を起こりかた、危険な症状、脱水症の症状の
特徴がわかった。 

 
・暑さ指数（WBGT）と熱中症の発症率の関係性につい
て正しく理解できた。 

 
・新しい生活様式（マスク着用）の熱中症発症リスク
について学べた。 

 
・脱水のメカニズムについて詳しく知ることができ
た。脱水のレベルに応じて体から失われている水
分・塩分等の量に応じて、お茶・水、スポーツドリ
ンク・経口補水液など、症状に応じて摂取させるも
のを変える必要性が学べた。 

 
・水分補給させる際に、スポーツドリンクや経口補水
液などを薄めて与えると吸収効率が落ちてしまう
ことを知った。これまで子ども達に水分補給をさせ
る際に薄めて与えていた経験があったため、とても
参考になった。 

【講義の様子】 

【講義の様子】 

【事業の概要】 

子どもゆめ基金の申請を検討されている団体の方

を対象に、令和３年度子どもゆめ基金助成活動募集

説明会を実施した。説明会の中で熱中症対策の講義

をいただいた。 

 

【参加者の感想】 

・熱中症が発生する基本的な仕組みを知ることが

できて良かった。 

 

・熱中症対策として水分補給が有効であること

は、以前から知っていたが、熱中症の発症メカ

ニズムや水分補給のタイミングなど具体的な

予防策等を学ぶ機会となった。 



国立オリンピック記念青少年総合センター（大阪府） 

担当者 桐山 隆 氏 

事業名 子どもゆめ基金助成活動令和３年度募集説明会(大阪府) 

実施日程 令和２年１０月２日（金）１３：３０～１６：００ 

対象及び参加人数 助成団体等 ４６名 

事業の様子と感想 

 

国立オリンピック記念青少年総合センター（鳥取県） 

担当者 三谷 尚史 氏 

事業名 子どもゆめ基金助成活動令和３年度募集説明会(島根県) 

実施日程 令和２年１０月９日（金）１３：３０～１６：００ 

対象及び参加人数 助成団体等 ７名 

事業の様子と感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講義の様子】 

【講義の様子】 

【事業概要】 

子どもゆめ基金の申請を検討されている団

体の方を対象に、令和３年度子どもゆめ基金助

成活動募集説明会を実施した。説明会の中で熱

中症対策の講義をいただいた。 

 

【参加者の感想】 

・指導者としてどういった点に留意して熱中

症を防ぎながら活動を実施すべきかとい

うことを学ぶことができた。 

 

・コロナ禍でマスクを着用したうえでの熱中

症対策について学ぶ機会となった。 

【事業概要】 

子どもゆめ基金の申請を検討されている団体の

方を対象に、令和３年度子どもゆめ基金助成活動募

集説明会を実施した。説明会の中で熱中症対策の講

義をいただいた。 

 

【参加者の感想】 

・年齢期によって体内の水分量に違いがあるこ

と、水分補給のタイミングについて改めて考

える機会となった。 

 

・熱中症の予防法、対処法を合わせて学ぶことが

できた。 



国立赤城青少年交流の家（群馬県） 

担当者 別島 徹憲 氏 

事業名 教員免許状更新講習 ※資料２ 

実施日程 令和２年７月２３日（木） １３：３０～１４：００ 

対象及び参加人数 教員（小・中学校、高校） ２７名 

事業の様子と感想 

 

国立信州高遠青少年自然の家（長野県） 

担当者 小林 繁 氏 

事業名 信州高遠ボランティア養成研修 ※資料３ 

実施日程 令和２年１１月８日（日） １１：００～１２：００ 

対象及び参加人数 高校生、大学生、社会人 １９名 

事業の様子と感想 

 

 

【参加者の感想】 
・熱中症の仕組み、脱水のメカニズム、対処の仕方につ
いて理解が深まった。 

 
・暑さと湿度に慣れるのには１週間程度かかるというこ
とや、暑い時期だけではない脱水症状について大変勉
強になった。 

 
・水分と塩分、さらに糖分が必要であることが分かった。
予防をしっかりと行っていこうと感じた。 

 
・ＯＳ－１の有効性が分かって、これから活用していき
たいと強く思った。 

 
・熱中症にならないための予防等となったときの対応に
ついて学ぶことができました。 

 
・経口補水液とスポーツドリンクの違いがよく分かっ
た。 

 
・熱中症対策を子どもや同僚に伝え、安心安全な学校生
活を送らせてあげたい。 

【講義の様子】 

【講義の様子】 

【参加者の感想】 
・今流行している、コロナウィルスについての講義が
参考になった。 

 
・脱水、こむらがえりが起こる仕組みなど分かりやす
く説明していただき、とても楽しかった。 

 
・OS－１は大学生向けの専門的な話で、一般向けの講
義より楽しかった。 

 
・作業するときなどには、水分だけでなく電解質をと
る必要があることが分かった。 

 
・専門的な話が聞けてとても興味深い内容だったので
勉強になりました。 

 
・ノロウィルスの感染力の強さに驚いた。冬場でも脱
水症状に気を付けこまめに塩分、水分をとることが
大切だと分かった。 

 
・今まで感染症や脱水症状について殆ど知識がなかっ
たので、とても勉強になりました。 



国立乗鞍青少年交流の家（岐阜県） 

担当者 田嶋 毅 氏 

事業名 職員研修（WEB開催） 

実施日程 令和２年６月２２日（月）１４：００分～１５：００ 

対象及び参加人数 施設職員 １７名 

事業の様子と感想 

 

国立吉備青少年自然の家（岡山県） 

担当者 三谷 尚史 氏 

事業名 職員研修 

実施日程 令和２年４月１６日（木）１１:００～１２:００ 

対象及び参加人数 施設職員 １９名 

事業の様子と感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員の感想】 
・熱中症予防対策の講義を受講したのは初めてでしたが、実際

にデータをもとに講義していただいたので、よく分かりま

した。意識も高まりました。今まで、経口補水液ＯＳ-1は、

風邪をひいて、高熱が出た時くらいしか飲んだことがなか

ったのですが、今回、市販のスポーツドリンクと比べて、予

防・治療に必要な成分が何倍も入っているということを知

り、今後、積極的に飲用しようと思いました。また、ゼリー

タイプや粉末の物があるということも知り、特にゼリータ

イプの物は飲みやすいことも分かったので、実家の父にも

勧めたいです。このような講義をしていただけることは、と

てもありがたいと感謝しています。 

 

・私は大学でスポーツを専攻していたため、熱中症について

は、ある程度知識がありました。講義に参加して、熱中症に

おけるＯＳ-1 の効果を再確認することができました。年々

気温が上がってきているため、施設を利用する方の安全を

確保しながら、自分自身の体調管理にも気を付けていきた

いと感じました。 

 

【職員の感想】 
・子供の病院で何度か処方され飲んだ事もありました
が、ざっくり聞いただけで、それほど詳しくは知らな

かったので、とても勉強になりました。スポーツ飲料
水と何が違うのかも知る事ができ、今後の活用にもい
い勉強になりました。 

 
・脱水のサインを見逃さず，軽い症状のときに見極めて
適切な対処をとることが大事だ 

と改めて感じました。OS-1 は家庭にも常備でき，特
別な技術が必要なく熱中症の対策ができるので有効
だと思いました。 

 
・OS-1 を飲むときはいつもおいしいと感じるため、そ
れは本当はまずい状態なのか、と改めて知りました。

気を付けて少しずつ水分を取ろうと思いました。ま
た、熱中症のサインについても今後に役立てたいと思
います。 
 
 

【講義の様子】 

【講義の様子】 

 



国立室戸青少年自然の家（高知県） 

担当者 宮内 孝宏 氏 

事業名 職員研修 

実施日程 令和２年７月７日（火）１１:００～１１:４５ 

対象及び参加人数 施設職員 １６名 

事業の様子と感想 

 

国立夜須高原青少年自然の家（福岡県） 

担当者 吉田 裕一 氏 

事業名 職員研修 

実施日程 令和２年８月２４日（月） １３：００～１４：００ 

対象及び参加人数 施設職員 １６名 

事業の様子と感想 

 

 

【職員の感想】 
・スポーツドリンクでは、失った「電解質」を補

いきれないので、経口補水液が重要になること

が興味深かった。 

 

・熱中症への予防はもちろん大切ではあるが、施

設職員(体験活動を提供する)として、活動その

ものを中止するという決断をする勇気も必要

であると感じた。 

 

・受講のたびに内容がアップデートされた最新

の知見が入手できます。いつもありがとうござ

います。 
【講義の様子】 

【講義の様子】 

【職員の感想】 

・熱中症は夏の昼間だけ気を付けるのではな

く、秋や夜間も注意が必要であると感じた。 

 

・改めて熱中症の恐ろしさを知り、予防対策

の重要性を再確認できた。 

 

・施設の職員として、利用者の安全管理をこ

ういった面からも行っていきたい。非常に

有意義な研修であった。 


